
　　　　　　
　10月11日（日）、46回を迎えた、「越
後妙高コシヒカリマラソン大会」が、新
井総合公園陸上競技場をメイン会場に
開催されました。
　朝方は、あいにくの空模様でしたが、
開会式が始まるころには雨も上がり、
絶好のマラソン日和となりました。
　開会式では、特別表彰（最多出場
者・遠来者・最高齢者）、妙高市が
推奨しているラジオ体操が行なわ
れ、中学生男子 5 ㎞の部に出場の古川啓太さん（新井中学校）が元
気に選手宣誓。また、妙高高原中学校吹奏楽部マーチングバンドが
演奏を披露し大会に花を添えました。
　県内外から1400名を超すランナーが参加し、小学生から一般、年代・
男女別、1.5km からハーフマラソンほか、家族 3 人でたすきをつな
ぐファミリー駅伝や、どなたでも参加できるカメさんコース（2km）
の全 21 種目が行われ、秋の妙高路を爽やかな風を受けて健脚を競い

合いました。
　10km とハーフマラソンは、昨年
から新井市街地の北国街道を走り抜
けるコースとなり、沿道では多くの
市民が小旗を振り、熱い声援を送っ
ていました。 
　ゴール後には、完走者全員に妙高
産の新米コシヒカリおにぎりとスポーツドリンクが配
られ、参加者は渇いた喉と胃袋を満たしていました。
　今大会は、上越ケーブルビジョン（JCV）で生中
継され、地元の参加者もインタビューされる場面が

ありました。また、地元団体を中心に飲食、スポーツ用品等の露店出店もあり、大会
を盛り上げていただきました。
　何より良かったことは、各地域の多くのスタッフ関係者に支えられ、大きな事故や
ケガもなく、成功裡に終了したことです。来年も、一層、魅力ある大会を目指し、全
国の皆さんの参加を大会関係者一同、心よりお待ちしています。
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●種目別優勝者
＊男子ハーフマラソン（高校生～ 49歳）
＊男子ハーフマラソン（50歳以上）
＊女子ハーフマラソン（高校生～ 39歳）
＊女子ハーフマラソン（40歳以上）
＊一般・高校男子 10㎞
＊一般・高校女子 5㎞
＊一般女子 3㎞
＊一般・高校男子 5㎞
＊40歳代男子 5㎞
＊50歳代男子 5㎞

＊60歳代以上男子 5㎞
＊小学生 1・2年男子 1.5 ㎞
＊小学生 1・2年女子 1.5 ㎞
＊小学生 3・4年男子 2㎞
＊小学生 3・4年女子 2㎞
＊小学生 5・6年男子 3㎞
＊小学生 5・6年女子 3㎞
＊中学生男子 5㎞
＊中学生女子 3㎞
＊ファミリー駅伝（1.3 ㎞×3）

…新木 剛史（群馬県）
…………秋山 勝美（長野県）

…宮尾 彩子（上越市）
…………清水 政代（長野県）

………………………藤澤 聡志（上越市）
………………………古川 恵里（妙高市）

………………………………竹田 幸子（長野県）
………………………若月 佑太（見附市）

……………………………井上 弘至（埼玉県）
……………………………南藤 宏和（奈良県）

………………………塚田 義一（糸魚川市）
…………………江口 功真（上越市）
………………長谷川 未央（長岡市）

……………………水井 航海（富山県）
…………………加藤 茉衣子（上越市）
……………………上原 志喜（上越市）
……………………清水 彩愛（上越市）

………………………………山本 暖（上越市）
……………………………古澤 侑里（上越市）

…平澤家（平澤 翔太・空・孝志）（柏崎市）
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・男子ハーフマラソン（高校生～49歳）
新木 剛史さん（群馬県）
「昨年に続き2連勝ができました。タイム
が上がって良かったです。」

・一般・高校男子10㎞
藤澤 聡志さん（上越市）
「気候的に涼しくて走りやすかったで
す。昨年よりも沿道の応援の人が多
く、力になり走ることができました。」

・小学生3・4年女子2㎞
加藤 茉衣子さん（上越市）
「3連覇できてよかったです。」
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沿道の声援を受け、「北国街道」
を駆け抜けます

古川啓太さん
（新井中学校）
の選手宣誓

一般・高校男子 10㎞のスタート一般・高校男子 10㎞のスタート

妙高高原中学校吹奏楽部のマーチングバンド



　NPO 法人スポーツクラブあらいは、皆さ
まのおかげをもちまして、設立 10 周年を
迎えることができました !
　去る、7 月 11 日（土）、妙高市総合体育
館（はね馬アリーナ）を会場に、『NPO 法
人スポーツクラブあらい 10 周年大感謝祭』
を開催し、約 650 人もの方にお越しいただ
きました。本当にありがとうございました!
　オープニングパフォーマンスでは、当ク
ラブのフィットネス教室受講生 48 名によ
る、当日限りのスペシャルユニットを結成。
『The　World　is　Our ！』の曲で会場を
盛り上げてくれました♪
　そして、イベントの目玉 ! スペシャルゲストによるパフォーマンス。2012 年に世界 6 都市で開催された、
世界大会「2012 年 Red Bull Style World Finalltaly」にて、日本人初となる優勝のフリースタイルフットボー
ラー徳田 耕太郎さんが、世界チャンプの見事な「足さばき」を披露 !!!
　スペシャルゲスト 2 組目、BLUE TOKYO さんは、新体操とストリートダンスを融合させた唯一無二の
エンターテイメントショーを披露 !!! アクロバティックに洗練された世界観を彩ってくれました。
　感謝祭の最後は、皆さんお待ちかねの大抽選会。地元企業をはじめ、たくさんの方より協賛いただきま
した。
　抽選会には、徳田さんと BLUE TOKYO の皆さんも参加いただき、直筆サイン色紙やオリジナルタオル、
Tシャツ。徳田さんは、直筆サイン入りのサッカーボールを提供していただき、盛り上げてくれました !

NPO法人
   スポーツクラブあらい

＊教室受講生による、当日限りの
　「スペシャルユニット」

＊世界チャンピオン、
　徳田耕太郎さんの
　華麗なる足さばき‼

＊BLUE TOKYOさんの迫力ある
　演技に会場は騒然‼

＊「記念ポロシャツ」
　作っちゃいました !

＊大抽選会には、スペシャルゲスト
　の皆さんも参加（*^^）
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　この日は、日ごろの感謝を込めて、体育館の全施設を無料
開放。
　イベント終了後、新井ふれあい会館（ふれあいホール）で、
「10 周年記念式典と祝賀会」を行いました。
　ご多用のところ、来賓の皆さまはじめ、たくさんの関係者
の方々に出席していただきました。皆さまのおかげで、スポー
ツクラブあらいは 10 歳を迎えることができました。お一人
お一人に感謝申し上げます。
　これからも、地域の皆さんに愛される、そして一緒に歩ん
でいく「総合型地域スポーツクラブ」を目指します。今後とも、
変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。



　10月25日（日）、当クラブでは、初となる「第1回ノルディックウォーキングツアー」を開催。
　今回は、ノルディックウォーキングと温泉入浴、昼食の懐石料理がセットになっている、
「一度に三度」おいしいツアー!!!　総勢20名で、最高の秋晴れの中、NPO法人日本ノルディッ
クフィットネス協会の公認第1号に認定を受けたコースとなっている、長野県飯綱町の霊仙
寺湖へ行ってきました。
　この日は、妙高山と火打山が山頂に雪帽子をかぶる、今シーズン一番の冷え込みとなりました。
　紅葉で綺麗に色づいた飯綱山、遠くには我らが妙高山を望みながら、湖畔に広がる芝緑
地、桂山の林道、落ち葉で埋め尽くされた遊歩道など、美しい自然を体感しながら、参加者と
一緒に楽しく歩きました。
　2時間ほど歩いた後は、霊仙寺湖近くの日帰り温泉施設「天狗の館」で、疲れを癒す温泉入
浴。さっぱり汗を流した後は、お待ちかねの昼食。「天狗の館」の貸切部屋で、季節ものの懐石
料理を美味しくいただきました!
　次回も、参加者に喜ばれるような計画をします。乞うご期待です!

● ナイター大会 ●●●● ナイター大会 ●●●● ナイター大会 ●●●● ナイター大会 ●●●

《白山町第一イーグルス　キャプテン　渡辺 祐咲》
　『ぼくは、この大会で優勝できたのは、監とく、コーチ、お母さん達、チームみん
なで思いをひとつにがんばったからだと思います。そして、練習するという努力の
大切さを学び、この経験をこれからもいかしたいと思います。』

《白山町第一イーグルス　監督　金子 洋一》
　『わがイーグルスの特長は、元気の良いお母さん。と、言うことを聞かない子供。達のチームです。
優勝した昨年の選手が多く残り、期待されていましたが…なかなか揃わず、練習試合ができず、ぶっつけ本
番で向かえた大会、戦う度に力をつけて見事、優勝。しかも連覇。応援ありがとうございました。
戦った相手は、明日から仲間。いつか、何らかの形で地域コミュニティーに貢献して欲しい。口が立つ者は
仲間を集める。お金持ちはお金を出す。体力のある者はチカラを貸す。これから起きるたくさんの試練。逃
げずに立ち向かえ !』

《桜組プリティギャルズ　キャプテン　小林 菜那》
　『私は、今年みんなと力を合わせて優勝する事を目標にしてきました。とにかく拾っ
てつなげる事を大切にしてがんばり優勝できました。優勝する事ができたのは、チー
ムのみんなのおかげです。』

《桜組プリティギャルズ　監督　小林 亮》
　『練習の時まったく声を出せなかった子供たちが大会中、日が増すにつれて大きな
声で励まし合い、ボールを最後まで繋ぐことができました。一年間、嫌な顔一つせず笑顔で練習を頑張って
くれた子供たちに感謝しています。』
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　夏の風物詩、「JA えちご上越杯争奪 第 30 回ナイターソフト
ボール大会（新井総合公園野球場・参加 13 チーム）」、「北越銀
行杯争奪 第 26 回ナイターパパギャルボール大会（妙高市総合体
育館・参加 19 チーム）」が、7 月 25 日～ 27 日の日程で、両大会
あわせて 700 名近くの選手が参加し、真夏の夜熱戦が繰り広げ
られました。

「JAえちご上越杯争奪第30回ナイターソフトボール大会」
　今回で 30 回を数える、ナイターソフトボール大会。天候にも
恵まれ7月25日～26日の二日間で大盛況のうちに終了しました。
熱戦の結果、決勝戦では、「獏ちゃんず∞メジャー」との熱戦を
制した、「白山町第一イーグルス」が見事2連覇を成し遂げました。

「北越銀行杯争奪第26回ナイターパパギャルボール大会」
　今年度も妙高市総合体育館（はね馬アリーナ）で開催しました。昨年度と同数の19チームのご参加をいただき、
7月 25 日～ 27 日の三日間で大盛況のうちに終了しました。暑い体育館の中、熱い戦いが繰り広げられ、《桜組
プリティギャルズ》が《関川スマイリーズ》との接戦を制し、見事優勝を成し遂げました。

○ナイターソフトボール
○優　勝…白山町第一イーグルス（白山町）
○準優勝…獏ちゃんズ∞メジャー（高柳）
○第３位…斐太南リトルズ（斐太）
○第４位…矢代ジャイアンツ（矢代）

○ナイターパパギャルボール
○優　勝…桜組プリティギャルズ（斐太）
○準優勝…関川スマイリーズ（関川町）
○第３位…斐太北Ｊガールズ（斐太）
○第４位…斐太北スマイリーズ（斐太）

第1回  ノルディックウォーキングツアー第1回  ノルディックウォーキングツアー

平成27年度新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 研修会平成27年度新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 研修会
　新潟県内の総合型地域スポーツクラブの関係者が一堂に会して、クラ
ブ間の情報交換や協力体制を強化し、総合型クラブの一層の発展を図る
ため、「クラブ経営の安定化に向けて、みんなで学ぼう!」というテーマで、
当クラブが協力し、10月27日（火）～28日（水）の2日間の日程で、研修会を妙
高市総合体育館（大会議室）で、情報交換会をかわら亭にて開催しました。
　当クラブからは、東條理事長はじめ大勢の理事からも参加していただ
き、県内の総合型地域スポーツクラブ関係者23団体、総勢70名を超す参加
者で、2日間という短い期間でしたが、昼夜通してクラブ間の研修と親睦
を深め、大変有意義な時間を過ごしました。
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＊皆さまのご意見、ご感想をお聞かせください。NPO法人スポーツクラブあらいまで。（72-3665）
ホームページからも投稿できます。（http://sports-arai.jp）

◇第5回妙高市空手道大会
（妙高ふれあいパーク／9月27日）
○形の部
＊幼年 小学1・2年混合
　優　勝…増村 梨々子（水上）
　準優勝…桜田 瑠輝斗（松空館）
　第３位…早津 哲平（松空館）
　第４位…髙橋 俐雄（誠空会）

＊小学3・4年混合
　優　勝…増村 菜々子（水上）
　準優勝…長塚 佳音（誠空会）
　第３位…内田 麻菜（水上）
　第４位…細井 雄梧（誠空会）

＊小学5・6年混合
　優　勝…鈴木 嵩也（誠空会）
　準優勝…保坂 菜々（誠空会）
　第３位…中山 綾乃（誠空会）
　第４位…服部 壮真（松空館）

＊中学生男子
　優　勝…内田 悠太（水上）
　準優勝…久保田 優翔（水上）
　第３位…野崎 航輝（松空館）
　第４位…岡田 雄也（水上）

＊中学生女子
　優　勝…古澤 明里（誠空会）
　準優勝…篠宮 千乃（松空館）

○組手の部
＊幼年 小学1・2年混合
　優　勝…早津 哲平（松空館）
　準優勝…大内 利起（松空館）
　第３位…桜田 瑠輝斗（松空館）
　第４位…増村 梨々子（水上）

＊小学3・4年男子
　優　勝…竹内 寛仁（水上）
　準優勝…平出 蒼（水上）
　第３位…長崎 颯大（水上）
　第４位…佐久間 創大（松空館）

＊小学3・4年女子
　優　勝…内田 麻菜（水上）
　準優勝…増村 菜々子（水上）
　第３位…長塚 佳音（誠空会）
　第４位…早津 詩織（松空館）

＊小学5・6年男子
　優　勝…服部 壮真（松空館）
　準優勝…竹内 瑞輝（水上）
　第３位…鈴木 嵩也（誠空会）

＊小学5・6年女子
　優　勝…保坂 菜々（誠空会）
　準優勝…中山 綾乃（誠空会）

各種スポーツ大会結果
＊中学生男子
　優　勝…久保田 優翔（水上）
　準優勝…内田 悠太（水上）
　第３位…野崎 航輝（松空館）
　第４位…岡田 雄也（水上）

＊中学生女子
　優　勝…篠宮 千乃（松空館）
　準優勝…古澤 明里（誠空会）

＊最優秀選手賞…久保田 優翔（水上）

◇第６回妙高市スポレック大会
（妙高ふれあいパーク／10月4日）
○一般ダブルスの部
　優　勝…KFC
　　（大王 修・小林 史佳）※2連覇
　準優勝…チームC
　　　　　（丸山 雄一・木南 美恵子）
　第３位…児玉倶楽部
　　　　　（児玉 和哉・清水 悦子）
　第４位…チームA
　　　　　（手塚 紳也・阿部 司）

◇マスターズソフトボール大会
（新井総合公園野球場／10月25日）
　優　勝…姫川原鳥坂ヤンキース
　準優勝…高柳アダルツ
　第３位…大崎・石塚ソフトボーイズ
　第３位…みなみルーキーズ

◇平成27年度あらい卓球大会
（妙高市総合体育館／10月25日）
○男子Aクラスの部
　優　勝…渡邊 優哉（妙高新井JTC）
　準優勝…阿部 伸一（ダイセル）
　第３位…阿部 雅史（平丸クラブ）
　第３位…武井 悠（TCA）

○男子Bクラスの部
　優　勝…東條 廉（新井中学校）
　準優勝…吉川 颯輝（妙高中学校）
　第３位…峯村 孟瑠（妙高中学校）
　第３位…岡田 祐樹（新井中学校）

○女子の部
　優　勝…白石 遥菜（妙高中学校）
　準優勝…佐藤 真結（妙高中学校）
　第３位…佐藤 玖未（妙高中学校）
　第３位…笹川 美穂（妙高中学校）

○ラージボールの部（ダブルス）　
　優　勝…宮越 秀男・加藤 貴洋（TAC）
　準優勝…島田 邦二・久保敷 昌子（新井LBC）
　第３位…黒石 廣司・山本 アイ子（新井LBC）

○シニアの部
　優　勝…横山 正男（平丸クラブ）
　準優勝…田地野 浩文（平丸クラブ）
　第３位…竹原 利和（スマイル上越）
　第３位…川上 眞治（妙高クラブ）

○スポーツクラブあらいスポーツ研修会
（妙高市総合体育館／12月6日：ストレッチングを考える）
○第2回さわやか健康活動
（妙高市総合体育館／12月13日）

○ニュースポーツフェスティバル
（妙高市総合体育館／2月7日）
○平成27年度スポーツクラブあらい
　教室発表会（新井ふれあい会館／3月21日）

栄光の記録～あらいジュニアスポーツクラブ～
○柔道
＊第90回謙信公祭柔道大会
（上越総合体育館／8月2日）
・個人戦（小学4年生33㎏以下級）　
　第２位　鶴田 芽生（新井中央小学校）
・個人戦（小学4年生33㎏超級）　
　第３位　武田 英智（新井北小学校）
・個人戦（小学5年生37㎏以下級）
　第３位　加藤 若菜（中郷小学校）　
・個人戦（小学6年生40㎏以下級）
　優　勝　飯塚 悠帆（新井小学校）
　第３位　渡辺 允暉（中郷小学校）

○空手
＊第5回妙高市空手道大会
（妙高ふれあいパーク／9月27日）
・中学女子（形）　
　優　勝　古澤 明里（新井中学校2年）
・小学5、6年（形）
　優　勝　鈴木 嵩也（新井南小学校6年）
　第２位　保坂 菜々（新井小学校5年）
　第３位　中山 綾乃（新井小学校5年）
・小学3、4年（形）
　第２位　長塚 佳音（新井小学校3年）
・中学女子（組手）
　第２位　古澤 明里（新井中学校2年）
・小学5、6年男子（組手）
　第３位　鈴木 嵩也（新井南小学校6年）
・小学5、6年女子（組手）
　優　勝　保坂 菜々（新井小学校5年）
　第２位　中山 綾乃（新井小学校5年）
・小学3、4年女子（組手）
　第３位　長塚 佳音（新井小学校3年）

○陸上競技
＊妙高市小学校親善陸上大会
　（新井総合公園陸上競技場／9月17日）
・5年女子走り幅跳び
　優勝　吉田 慧（新井小学校）

＊第46回越後妙高コシヒカリマラソン大会
（新井総合公園陸上競技場発着／10月11日）
・小学生1・2年男子（1.5km）
　第２位　佐藤 光翼（斐太北小学校）

今後の
イベント

平成27年度スポーツクラブあらい教室発表会
　今年度もやります！スポーツクラブあらい教室受講者が
日頃の練習の成果を披露する、教室発表会を開催しま
す。
　今年で5回目を迎える教室発表会。ご家族・お友達お
誘いの上、ぜひお越しください。お楽しみに～♬

※写真は昨年度
　のものです。


